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第３回千葉県人権施策基本指針検討会議 開催結果 

 
 
１ 日 時  平成２６年７月３日（木）１３：３０～１５：３５ 
２ 場 所  ホテルプラザ菜の花 ４階特別会議室 
３ 出席者  委員：原田座長、湯川委員、大屋委員、新倉委員、藤田委員 

駒村委員、梅村委員、渡邉委員、木村委員 （順不同） 
県 ：中岡健康福祉部長（挨拶のみ）、鈴木健康福祉政策課長、 

白井人権室長、人権室（始関、米野） 
４ 次 第 

（１）中岡健康福祉部長挨拶 
（２）議題・意見交換 

① 第２回千葉県人権施策基本指針検討会議開催結果及び意見に対する対応について、

事務局から資料１に基づき説明を行った。 
 
② 人権施策基本指針改定素案について、事務局から資料２、３に基づき説明を行い、

その後各委員から意見を聞いた。 
 

原田座長： 前回の委員会の発言その他を大変うまく取り入れていただいてありが

とうございました。以上のご説明を伺って、御意見その他いろいろあり

ましたらお受けしたいと思います。 
      まず、この間もいろいろと意見が出ましたが、この縦表の１１項目の

分け方、最後の方でだいぶもめましたが、この分け方でよいのかどうか。

それから、基本的な指針の概要もこのように表されていますが、この辺

から何かご意見はありませんか。 
     まず、分類はこれでよろしいですか。何か分類について御意見はありま

すか。 
各委員： ・・・・・ 
原田座長：ご意見がないようですね。それでは、基本指針については、ここに文章

に書いてあるのと、さらに、表にまとめられた A3 版の横のものがあり

ますが、前回の意をくんででてきた「お互いに尊重し合う」、「活力のあ

る」、「お互いがつながり合い支え合いながら」という言葉をここに盛り

込んで、基本指針が再構成されていますが、この辺はどうでしょうか。

よろしいでしょうか。 
     大屋委員はどうでしょうか。よろしいですか。 
大屋委員：大丈夫です。 
原田座長：それでは、この表についてはここまでとします。その次に、各分野別に

詳しくご説明いただきました。みなさんの気づきと思いますが、冊子の

ほかにこの図表（ポンチ絵）をご覧いただきましたでしょうか。私は、

素案と併せて見ていったのですが、例えば、女性のところを素案の７ペ
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ージで見るのと図表で見るのと、同じことが書かれています。これにつ

いてどうでしょうか。例えば、指針の中身を文章からこの図表に置き換

えたらどうなるかということですが、どちらが分かりやすいのか。ほぼ

同じことが書いてあるのですが。指針の組み方を厚いものにするのか、

項目でこのページに入れるのかという考え方が出てくるかと思います。

これについていかがですか。 
     駒村委員いかがですか。 
駒村委員：置き換えるのではなく入れるのですか。 
原田座長：素案に書いてあることが、図表の四角の中に全部書いてあります。指針

の作り方として、置き換えるという意見もあるということです。文章で

書いてまとめるのか、あるいは、こういうわかりやすい形もある、両方

あるという意味です。 
湯川委員：分野別施策の別紙の分類に関しては問題ないと思うのですが、意見が特

になかったということですが、施策の方向性というところで、今から進

めるのに当たって、特に指針に入れるのではなく、書き出しただけと判

断して良いのですか。現状と課題、施策の方向性のところなのですが。 
原田座長：真ん中が現状と課題で、施策の方向性、これからこうやっていきますと

いうのが右側ですよね。 
湯川委員：というのは、事前に送っていただいた指針素案と比べると別紙はかなり

足りないなと思います。この別紙はあくまでもたたき台として、こうい

うような考え方をするんだという別紙ですから、これでいいのかと考え

て良いのでしょうか。 
原田座長：足りないということであれば、ここに足すということですね。 
湯川委員：例えば、高齢者分野では、認知症の人も増えてくるので、権利擁護の推

進とか指針素案には書いてある。この別紙をこのような形できれいにま

とめなくてはいけないのかということについて意見をいただきたい。 
駒村委員：この別紙の扱いはどうなるかということですか。 
原田座長：素案の最後にこれと同じような表（体系図）が出ています。 
駒村委員：同じではないですが。湯川委員の御指摘のとおり女性のところを見ても、

施策の方針は８まであるが、別紙には全然出ていない。この別紙はどう

いう扱いになるのですか。 
事務局：別紙の施策の方向性のところには、主だったものだけを載せています。こ

れはあくまでもこの会議で概要を説明するもので、これが今後、外に出て

いくというものではありません。 
湯川委員：わかりました。 
原田座長：指針をまとめていく上でどういう形態でまとめていくのかも含めてみな

さまの意見を伺いたいと思います。 
駒村委員：座長がおっしゃったこれは非常にまとまっていると思います。これとこ

れがあれば大体は分かります。が、素案を完全にやめてしまって図表だけ

にしてしまうと。 
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原田座長：という考え方もありますということです。素案と図表の両方を入れると

同じ事が繰り返しになります。ほかに皆さんご意見はありませんか。木村

委員いかがですか。 
木村委員：別紙の話ではなく、素案を図表に置き換えるということですね。 
原田座長：今までの指針というのは、素案のような形で作られているのが多いのか

なと思いますが、形を変えることもあるのかなと。 
大屋委員：今の意見には２つの意味があると思うのですが、障害の分野でいえば、

素案は２ページあって、図表は１ページで、文字の量でいうと半分くらい

になっている。図表のようなレイアウトになっていると見やすいが、その

分だけ簡素化されている。例えば、これを見開き２ページくらいで四角を

大きくしてというのは見やすいかなと思いますが。内容も入るし。 
原田座長：カットしないでもっと入れるということですよね。 
大屋委員：素案と図表とどっちが先に作られたかにもよるのですが、図表に入れる

と何かが消えているということになる。 
原田座長：素案が先ですよね。 
事務局：そうです。 
駒村委員：内容を入れていくとこのようなシンプルなレイアウトにならなくなって

しまうということですよね。 
     エッセンス版にはちょうどいいと思いますが。エッセンス版があるから

素案がいらないかというとどうかな。 
原田座長：問題ですね。 
新倉委員：素案では現状と課題の具体的内容が示され、それに基づいて施策の方向

が示されているので、読み手に取ってはわかりやすい。一方で、図表はコ

ンパクトになっているので図としては見やすい。素案は現状、課題、施策

がより具体的であるという点で素案を残しておいた方がわかりやすいと

思います。 
原田座長：レイアウトは良いけれども内容としては足りないということですね。 
木村委員：事前にいただいている資料と今日いただいた資料で中身が少し変わって

いる部分があるようですが。外国人のところをみるとヘイトスピーチの部

分が変わっていて、分かりやすくなっている。図表の方をみると直ってい

ないので、こういうことが起こるのであれば、素案の方がきちんと伝わる

のかなと思います。 
駒村委員：今日で意見を言えるのは最後ですよね。今のいろいろなコメントを受け

て、もし図表になるとすれば、図表を拡充したものになるのですか。 
原田座長：中身をもう少し充実させて。 
駒村委員：もう議論をする時間はないわけですよね。 
原田座長：あとでできた段階で委員の皆さんに回覧していただくことはあるかもし

れませんが。集まってということはないと思います。 
駒村委員：今、ご説明を受けた素案でいくのかなとずっと思っていた。図表で行く

可能性もあるということになると、コメントが、こちらを一から説明して
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もらわないと、完全に同じというわけではないですから。 
原田座長：図表の方について何か説明を補充することはありますか。 
事務局：特にはありません。 
原田座長：長いほうの内容を引きぬいたということで、同じものということですよ

ね。 
事務局：図表については、事前にお送りした素案の内容であり、今回修正した素案

の内容に修正していません。もし、図表を使うということであれば、今の

素案の内容に修正します。 
木村委員：駒村委員の言うように、私も素案の形で行くと思っていて、図表は補足

説明資料だと思っていた。 
事務局：前回の会議の時に指針の作成イメージとして、左側に文章で右側に図表で

見やすいものを載せるというものを提出しています。そのイメージに沿っ

て今回、文章部分と図表部分を作成しましたが、実際に並べた時に、やは

り、同じものが２回出てくるということで、内部でダブっているとの指摘

があり、今回の資料は、別々にしています。 
原田座長：前回出てきた、「わかりやすい」という言葉がありましたよね。わかり

やすくということがあったので、事務局でこういうものを作った。もし

かしたら同じ冊子の中にはいるのかもしれないということで始めたと

いうことですね。だから、どちらか１本にするという考えと、両方合わ

せたものにするという考えという２つの考え方があるということにな

ります。 
藤田委員：県民対象ということで、日常的に人権の啓発等に関わっている者ではな

くて、一般の県民対象ということで、わかりやすいものにするというこ

とであれば、シンプルかつ流れ等がわかる方が良いと思うのですが、両

方をみて、例えば、図表の方はシンプルかつフローがわかりやすいでな

おかつ課題と方向性がわかりやすいというのは、色をつければ確かにわ

かりやすいのですが、ただそれは、日常的に人権を扱っている分野の人

が感じるようなわかりやすさであって、一般の人がこれをみて、今後の

方向性を、例えば、子どものところで、３ページにわたる説明を受けた

方が非常に分かりやすかった。私は最近、犯罪被害者への理解を深めて

もらうために、県の職員に対しレクチャーなどをするわけなのですが、

そういった職員であったりとか関わりのある方にこういったものを利

用して説明するのは非常に簡潔かつ理解が深まります。ですが、今回の

冊子というのは県民対象なので、それはちょっと違うのではないかと、

文章としてこういうものなんだと提示した方がわかりやすいと思いま

す。図表はみなさんおっしゃるように説明用で関係者はわかりやすいと

思います。 
     もうひとつ、私は犯罪被害者に関わっている者で、２１ページの１行目

に「犯罪による直接被害やその後の」ということで第１次被害とその後

の第２次被害を分けているのですが、あまりにも第１次被害の扱いがぞ
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んざいだなあと思って、第１次被害を受けることで第２次被害がこう言

ったことが起こりますので、「犯罪による直接被害」というような形で

はなく「犯罪による直接被害を受けるだけでなくその後」というように

付け加えていただきたい。 
原田座長：形の話になっていましたが、今のように内容の話についても意見のある

方は出してください。形については、後でもう一度お伺いいたします。 
木村委員：被差別部落出身者の施策の方向性のところで、「依然として“根強く”」

という言葉が入っているが、イメージとして伝わってしまうので、「根

強く」と入ることで、ものすごくまだと思われるようになってしまうが、

この問題についてはかなり解消の方向にあるので、依然として存在して

いるのは事実ですが、「根強く」と入れる必要があるかどうかです。「根

強く」を単純に抜いてもらえばいい。できるだけ、人権問題って暗いと

か、重いとかいうイメージではなくて、例えば、この問題はここまで進

んできているのだからこの問題をみんなで頑張って解消しようよとい

うイメージの方が私は良いのではないかと。「根強く」といれることに

よって、えせ同和が利用しやすくなるんですよね。 
原田座長：施策の方向性のところで「根強く」を取るという木村委員の意見ですが、

みなさんいかがでしょうか。ご意見がないようでしたら、取る方向で、

置き換えないということで。 
駒村委員：２８ページの第３節で、「人権施策について、・・・」と書いてあって、

最後のパラグラフで「基本指針及び人権施策について」と二重にかかっ

ている。どちらか１つでよく、前段の「人権施策について」を取った方

がいいと思います。 
     それから、２６ページの４ 生活困窮者のところの「ひとり親世帯等の

世帯員の貧困率」というのは、どういう意味ですか。これは、統計を丸

写ししてきてこのような表記になっているのかもしれませんが、「ひと

り親世帯の貧困率」でよいのではないでしょうか。 
事務局：厚生労働省の調査結果をもとにしています。 
駒村委員：推計方法を正確に書くとこうなるのかもしれないが、そのまま書くと意

味がたぶん分からないと思いますので、これは「ひとり親世帯の貧困率」

でよいと思います。これで、意味は通じると思います。 
原田座長：生活困窮者のところで、「若い世代についても、」とあるが、これは、男

性も女性も含めて考えるということですね。私は、「女性の貧困」とい

う言葉を入れたいのですが、若い世代に男性も女性も入っているのです

ね。そうしたら、わざわざ入れなくても良いのかもしれないですね。 
大屋委員：駒村委員に質問ですが、「ひとり親世帯等」というのは、どういうこと

ですか。 
駒村委員：オリジナルのデータに何を入れているのかということですが、ひとり親

世帯の定義の中にいわゆるひとり親と子どもからなる家だけで構成さ

れているのか、ひとり親と子どもからなる世帯が親元に住んでいる場合
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にデータをどのように処理しているのかというような問題があります。

実家に帰ってきたというケースをこのデータがどう処理しているのか

がこの文書だけではわからない。オリジナルの資料を見せてもらうと何

を指しているのか想像がつくのですが、等の中には多様な世帯が含まれ

ているんだろうなと読んでいます。もし、中途半端であるなら、「等」

を取っても良いかもしれないです。 
原田座長：事務局で調べていただいて、ひとり親がいろいろあるならば「等」が必

要だし、無い方がすっきりするなら、調べてください。 
新倉委員：外国人のところですが、ヘイトスピーチの問題などが生じている現状な

どから日本人住民と外国人住民との分離を問題視していると思うんで

すね。ですので双方の分離のない社会を目指した多文化共生を課題とし

てあげているのでしょうが、ここでの課題は生活に密着した分野での多

言語情報の提供、相談対応等の充実、人権意識の育成のみとなっていま

す。多言語での情報を提供する、情報窓口を充実させる、人権意識を育

てることはとても需要な課題ですが、と同時に、町内会であるとか地域

社会で現場に即した形で日本人住民と外国人住民が協働して活動する

「協働」の場が今求められていると思います。外国人といえども弱者ば

かりではないのですし、もちろん助けを求める弱者もいますが、ここで

はむしろ互恵性、お互いがお互いを必要とし、双方で建設的な方向を作

り上げていく協働という概念を入れていくことも重要であると思うん

です。その概念を前提に、施策の方向性のところで具体的な活動項目を

立てていく必要があるかと思います。 
原田座長：例えば、それをどの辺に入れれば良いでしょうか。 
新倉委員：現状と課題のところで、「社会の一員として暮らし働くことのできる多

文化共生社会の実現をめざし」とあるのでその文言を生かして、お互い

がつながり支えあいながらともに暮らしていくための協働の活動の充

実を課題としてもう一つ付け加えるといいのでは。そして施策の方向性

に「協働の推進」といった言葉で別項目を立て、その具体的活動内容を

入れていくのはどうでしょうか。 
原田座長：現状と課題のところの○の３つ目にところが膨らませられるといいです

ね。 
新倉委員：そうです。原案では情報提供・相談対応に限ってしまっているので、協

働という概念を入れてここをもう少し膨らませると良いです。日本人住

民と外国人住民が共に力を合わせより建設的な社会を共に作っていく

ことが今求められています、ということを課題として入れて、施策の方

向性の 5 番目にこの内容を、例えば「協働の推進」といった項目とし

て入れていただけると。 
事務局：担当課と相談させていただきます。 
原田座長：他に何かありませんか。 
梅村委員：２７ページのその他の「被拘禁者」ですが、具体的に誰かなと思って、
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用語解説をみたが載っていなくて、結局、誰なんだろうと、私はなんと

なくわかりますが、普通の人がわかるのかと。２５ページの刑を終えて

出所した人はすぐわかるが、「被拘禁者」は言葉だけではわからないの

ではないかと思う。 
原田座長：これは、言葉の中に入れていただいて。 
大屋委員：１４ページの障害のある人のところで、どちらでもいいのですが、現状

と課題の○の４つ目ですが、「発達障害や高次脳機能障害、難病など、

新たな障害も認識されています。」とあるが、たぶん、いろいろなとこ

ろでこういう文章が書いてあると思うのですが、本当は「難病などが新

たに認識されているというのが本当は正しいと思います。障害は、こう

いう人たちは大昔からいて、ただ、法律にはなかったから新たな障害と

いうことになると思います。これは、そういうことにこだわる人が聞い

たら、「などが新たに認識されている」とした方が、かっこいいと。こ

だわりではありませんが。 
     （３）相談体制の充実と（４）虐待防止のための取組の推進とあります

が、虐待防止センターというような言葉はどっちかに入りますか。今あ

りますよね。虐待防止法ができて、各市町村あたりにあるところにはあ

ると思うのですが、それは調べていただいてもし入れば。 
     （５）権利擁護の推進ですが、高齢者の方は後見支援センターという言

葉が入っていますが、障害の方では後見支援という言葉が入っていない

ので、それは入れられるかということです。検討いただければ。 
湯川委員：１２ページの高齢者のところですが、２つ目の○のところの虐待のこと

が書いてあるのですが、もう少し、虐待防止法では養護者と施設等の福

祉従事者となっているのですけれど、もう少しまとめた方がいい。他に

もあるわけで、経済的虐待は家族だけではないく職員による経済的虐待

もあるので、もう一度虐待という分類に対して文書の方でまとめていた

だければありがたいと思います。 
原田座長：介護者による虐待のほかにあるという意味ですね。 
湯川委員：介護者による虐待は身体的・心理的虐待だけではなくて、他の虐待もあ

るわけで、ネグレクトのような問題もありますし、家族等による財産の

無断処分は家族だけではないというような経済的虐待もあるので、全体

的にこの文章を書き直していただければありがたいなと思っています。 
     （３）の相談体制の充実のところで、先ほど県独自の中核地域支援セン

ターのことを説明されましたが、ここには書いていないので、その取り

扱いはどうなっているのかなと。 
事務局：委員の皆様にお配りした資料では、中核地域支援センターは入っていませ

んが、当初、事務局で案を作成している段階では入っていました。最終的

に担当課との調整の結果、中核地域支援センターの今後の取り扱いが流動

的だということで、削除しています。 
湯川委員：１３ページの（７）では、成年後見のことと生活支援がごちゃ混ぜにな
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っているので整理をしていただきたい。日常生活自立支援事業と成年後見

の権利擁護のサブシステムについて整理をしていただいた方がいいと思

います。 
    （８）ですが、最初の３行はお互いに助け合いましょうということでわか

るのですが、最後の行は、生活全般の支援ということで自分が自立して暮

らし続けていけるように自分たちも自ら担い手となってお互いに支え合

おうというのが最初の３行なのですが、支えてもらわなくてはいけない立

場になった時に、生活は環境だけではなくて生活全般の支援、高齢者の分

野でいくと地域包括支援システムになってくると思うのですが、地域の環

境のみならず、生活分野の支援というところも何か入れていただければな

と思います。 
原田座長：生活分野では具体的にはどんなことですか。 
湯川委員：買い物に行けなくなったとか、生活していく中で様々な問題が出てくる

と思いますので。３行をみていると、環境の部分、街に出ていくためにど

うとかということなので、もし入れられるようであれば、入れていただき

たいと思います。 
原田座長：さきほどの権利擁護の推進のところで、後見のことを扱って、下のとこ

ろで生活、環境、家事支援なども含めて分けたらどうですか。その方がわ

かりやすいと思います。 
湯川委員：正しいかどうか分からないが、４ページの２ 企業・職場での人権啓発

のところで、３行目から４行目にわたってですが、「人種・信条・性別・

社会的身分及び門地など」のところで、すごく気になっているのが、発達

障害の子とか精神障害の人たちのことも、障害者雇用がなかなか推進でき

ていないということがありますので、この中に障害という言葉を入れられ

ないかなと思うのですが、そういうものではないのでしょうか。 
原田座長：皆さんの意見を伺いましょう。障害者のところで扱うのか、ここにも入

れておくのか。どうしたらよろしいのか。 
湯川委員：私たちは今発達障害の子たちを雇用したり、中間的就労をやっています

から、メンタル的な部分の精神障害の人達の復帰とか、障害のある人たち

に関してどうなのかなと思ったのですが。 
原田座長：そうしたら、行を変えて、仕事の取組としてこういう場面もあるという

ことを場面で取り組んでいるということを別の行で入れた方がわかりや

すいのではないですか。 
湯川委員：こういうところに書くものではないという意見があれば、聞かせていた

だければ。 
原田座長：入れるとすれば、私は行を変えてと出すのかなと思いますが、ここにい

れないで障害の方に入れた方がいいのか、それともここで同じように羅列

した方がいいのか、皆さんどうでしょうか。 
大屋委員：私としては大変ありがたい御意見をいただいたのですが、私としては羅

列していただいた方がわかりやすいです。 
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駒村委員：日本の障害雇用政策からみると、微妙なところなんだと思います。どっ

ちが良いかな… 
原田座長：県の人権啓発としてはこんなことをやっていますよということを明らか

にすることも１つの方法かもしれないですね。 
駒村委員：政策的にそういうならば、年齢とか性別とか障害とか多岐に出てきます

から、そこまで今雇い主に障害を持っている人も年齢関わらず、全く差別

しないで雇いましょうねと、アメリカは明らかにそこまで踏み込んでいま

すけれど、日本はそこが弱い分だけ障害者雇用促進の法律を別途作ってか

さ上げしているところがある。それを政策でやっている中で、他のファク

ターと一緒なのかなと悩ましいところです。 
大屋委員：障害というものの考え方になっていくのかと思うのですが、例えば、ず

っと勤務していた人がなんらか障害になることもいくらでもあります。障

害というのが全然違う人という考えではなく、私なんかは一連の中の誰で

もなりうる話ととらえているし、統計に出てくる手帳を持っている人だけ

ではなく手帳を持っていない人も含めていけば、特に高次脳機能障害の人

なども含めていけば、入ってもおかしくないのかなと思いますが、検討課

題だけでも結構です。 
原田座長：検討課題では事務局が困りますよね。 
大屋委員：ワーキンググループ等事務局で御検討していただければ。 
原田座長：それでは、ワーキンググループ等で御検討していただいて、入れた方が

良ければ羅列、そうでなければどこか別のところで入れていただくという

ことでよろしいでしょうか。他に御意見はございませんか。 
梅村委員：２３ページのインターネットを通じた人権侵害のところで、教育・学習

のところですが、ＤＶのところは高校生にＤＶ予防セミナーを開催すると

書いてあって、高校生から何か問題が顕在するのかなと思いましたが、イ

ンターネットの利用は、学童保育が終わる小学校４年生くらいから親がス

マホを持たせる。そのあたりから、同じ年代の子が使い始めるということ

らしいので、なるべく発達段階に応じたとか、小学校４年とは言わなくて

良いのですが、使い始める年齢のちょっと前にとか、まさにその時期にと

かなるべく早くというか、そういうところで教育をするようにお願いした

いなと思ったところです。 
原田座長：「児童・生徒が安全に」と書いてあるので、この児童に小学生が入りま

すね。 
梅村委員：「児童・生徒が安全に安心して環境づくりに取り組みます」の上の方に

あるのは、「青少年や保護者、学校・教育関係者等を対象に」啓発を行っ

て、児童が安全に利用できるようですから、児童に教育をどうしていくの

か、青少年には教育していくけれども児童に対してはどうするのかなと感

じた。もちろん、その前に学校においてと書いてあるので良いのですが、

人生最初にネットという社会にぶつかる児童にもうちょっと焦点を当て

た方が良いかな、できないかなと思いました。 
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原田座長：今の意見は、青少年を児童・生徒にしてはどうかという言葉の配置の問

題で。 
梅村委員：啓発を行うのが青少年というとなんか上の人みたいな感じを受けたので

もうちょっと小さい子、４年生くらいから入れてほしいなというイメージ

です。 
原田座長：児童が入ると小学生が入りますね。 
事務局：青少年のところを直すよりは、前段の「学校においては、」のところに入

れた方がわかりやすいのではないか。 
梅村委員：私が思ったのは、「学校」も小学校・中学校・高等学校としてもらった

方がいいかもしれない。少なくとも小学生にも知ってほしいなという感じ

です。 
     あと、同じか所で、「フィルタリングサービスについての啓発を行

い、・・・」とありますが、当然、フィルタリングはまさにそういう施策

というか、携帯電話会社も協力しているところですが、はっきりいって、

１つの手段、子どもを守る手段にすぎないし、「携帯電話」という言葉自

体が、この指針が寿命を迎える１０年後に生きているのかどうか、すで、

もうわからない。フィルタリングですら、小学生は回避方法を知っている

そうですから、「フィルタリング」は残さざるを得ない言葉とは思います

ので、「携帯電話のフィルタリングサービスについて啓発を行います。」で

切って、あくまでフィルタリングは手段であって、さらにそのあとに「技

術の進歩に応じて児童・生徒が安全に安心して」、結局、ここはインター

ネットの節ですので、「インターネットを利用できるような」でもいいし、

「インターネットを含めた情報端末」でも良いかもしれませんが、そうい

うものを「安心して利用できるような環境づくりに取り組みます。」とい

うような将来の技術進歩に合わせた広く取っておいた方が５年後、１０年

後も良いかなと思います。 
藤田委員：第９節に付け加えていただきたいのですが、犯罪被害防止への取組を大

きく項目として立てていただければと思います。近年インターネットの悪

用により被害に遭った子どもや保護者からの相談が増えているだけでな

く、インターネットに不慣れなことで被害に遭う方も増えています。です

から、学校での教育や広報・啓発も重要ですが、もう一歩進めた取組とし

て被害者にならないための視点から書いていただければと思います。 
原田座長：教育・学習の中に入れる形で良いですか。 
藤田委員：いいえ、インターネットによる被害は深刻ですので、「犯罪被害防止の

ための取組の推進」と１本立てでお願いします。 
事務局：検討させていただきます。 
駒村委員：用語解説の「難病」の定義の前段のところは、どこからもってきたのか。

政策的に難病対策法が出されたのは、こういう定義ではなくて、むしろ後

段ですよね。治療法が確立していなくて原因が不明で、めったに起きない

病気、希少性疾患のことを難病としているはずなんですが。この前者の定
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義だと、なんでも難病になってしまう可能性があるので、前段部分は調べ

ていただいて、この文脈の中で、障害の対象となる難病の定義ではないの

ではないかと。調べていただいた方がいいと思います。 
原田座長：ここは、もう一度調べて書き直してください。 
新倉委員：全体に関することですが、ある項目については特定の何とかセンターと

いうように具体的な活動母体が明記されているのですが、別の項目では非

常に抽象的な表現をしている。抽象的な表現をしてあるような項目におい

ても具体的な取組や、センターなどの団体、機関等があると思われるので、

それを全部網羅しなくてもいいのですが、それらについても調べて同様に

明記する必要があるのではと思います。読む方からしますと、高齢者や障

害者のところは意識の高まりがみられ、整備が整っているという印象を受

けますが、それ以外のところではどうなんだろうという印象を持ってしま

います。それ以外の項目についてもいろいろな形で活動を充実させてきた

機関などがあったりすると思うので、それらを入れていった方がいいので

はと思います。項目間の内容のバランスが必要かなと思います。 
原田座長：今の話で、センターがあるところ、ないところ、相談すべきところとか。 
新倉委員：項目によって非常に具体的に書いてあるところとないところの差がある

ので、見る方はこの点は、とても県が一生懸命やっているけれども、これ

はそうじゃないんだなと思ってしまう。 
原田座長：ないところを事務局にもう一度調べていただいて、同じような歩調で書

ける部分は書いていただいて、無いものはしかたないけれどもあるものは、

同じ歩調でできますか。よろしくお願いします。 
    時間になってしまいましたが、他にありますか。 
大屋委員：１５ページのさっきのところですが、権利擁護の推進のところで成年後

見支援センターという言葉が入るかということがあったのですが、もっと

根本的なことをいうと、知的障害者や精神障害者、発達障害者の判断支援

ですよね。意思決定支援と言っても良いですが。これに対する取り組みと

いうものが入るとより本質的でありがたいなと思います。 
原田座長：それはどこにどのように入れますか。 
大屋委員：項目を増やさないということであれば、（５）に入ると思います。 
事務局：障害福祉課と相談させていただきます。 
原田座長：もし、入れられるようでしたらお願いします。 
     他にありますか。 
     内容につきましては、皆さんからいただいた意見を事務局にもう一度検

討していただくなり、変えるなりしていただくことにして、一番最初の

この素案の形でいくのか、簡素化したわかりやすい図表の形で行くのか、

どちらかにするのかということで、先ほどの皆さんの意見を聞いている

と、どちらかというとこのまま素案の形で行くという方が多いようです

が、どうでしょう。 
     このままで行くということでよろしいですか。 
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     では、この中身を皆さんからいただいた意見を元に足したり引いたりし

て直していただいて、この結果については会議がありませんので、事務

局の方のお任せするということでよろしいでしょうか。もし、何かご意

見を聞きたいところがあれば、回覧で聞いていただくことにしたいと思

います。それでよろしいでしょうか。 
もし、意見を聞かれましたら、個人でご意見をお出しいただきたいと思

います。 
質疑は、ここまでにして、今後のスケジュールについて事務局から説明

をお願いします。 
 

③ 千葉県人権施策基本指針の改定スケジュールについて、事務局から資料４に基づ

き説明を行った。 
 

 

（４）その他（事務局から事務連絡） 

・会議の議事録を各委員に確認した上でＨＰ上に公開することについて（了解） 


